
　　　　　　　２０１７（平成２９）年１１月　砺波市ニュース　　（砺波市関係新聞記事索引）

     　　　　　　　　　　　                  保存版                  編集・発行

副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

 １日　水曜日
北日本 16 第５２回日本北陸書道院展 各賞受賞者

18 仲間と集う 砺波市立図書館友の会（砺波市 上野七瀬）

20 最高賞 島田さん（砺波）県高岡菊花大会 第８９回県高岡菊花大会の審査会

21 チャリティーゴルフで交流 砺波ロータリークラブととなみセントラルライオンズクラブ

21 ほかほか新メニュー 空き家改装そば店 地元産食材を活用

21 安全願いトントントン 砺波北部小 児童が路面にシート

21 全国で堂々の演奏を 出町小学校管楽器クラブと出町中学校吹奏楽部

27 きょう県教育功労表彰式 ４９個人１１団体

28 小矢部の筱岡さん 無鑑査特別賞 奎星展

28 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市 ２組

富山 2 富山求人１．８５倍 全国３位

2 県が河島建具の経営革新計画承認 県などから支援措置

22 路面シート 事故防止促す 児童デザイン 砺波北部小設置

22 チューリップ球根 園児と高齢者植える 砺波・北部苑

23 温かい２品新登場 砺波・栴檀野「蔵蕃そば」

23 高波Ａ優勝 第２２回砺波市カローリングクラブ大会

23 五郎丸Ｃと西五位Ｕ優勝 第２４回ＪＡいなばペタンク大会

25 全国大会「心一つに」演奏 砺波・出町小、出町中 市役所で抱負

26 教育功労に４９人１１団体 県教委、きょう表彰

27 地鳴り 起きがけによろめいた 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

28 冬の高速道 安全守る 富山で除雪車出陣式

北陸中日 16 県功労３７人１２団体 ソフトテニス徳川さんら

16 温かいそば始めました 「蔵蕃」冬の新メニュー

16 県教育功労４９人１１団体 県教委が表彰

17 全国舞台 最高の演奏を 出町小管楽器ク、出町中吹奏楽部 砺波市長に健闘誓う

読売 26 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 24 県教育功労者 ４９人、１１団体表彰

 ２日　木曜日
北日本 3 郷土発展に尽力 ３７人１２団体県功労表彰

16 県内美術館・博物館の催し（１１／２～１１／８） 松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

25 秋の褒章 県内から５人受章  黄綬  新光硝子工業取締役工場長  関谷智宏さん（５５）

26 仲間と集う 北高木蕎麦打ち同好会（砺波市 藤崎武雄）

28 四季折々の写真８点寄贈 砺波市大窪の石野重幸さん（７６）  市福祉センター麦秋苑に

28 黒いチューリップ贈る 砺波信用金庫  岡山県の吉備信用金庫に

29 チューリップタワー実施設計 来年度予算編成方針  一般会計前年度並み

29 庁舎玄関ホールに記念撮影コーナー ２２日から

29 大祭で浦安の舞奉納 砺波市柳瀬の比賣神社の大祭

29 イノシシ肉どう？ 飲食店が新メニュー  住民招き試食会

29 日本画や書優美に仕立て 北日本新聞砺波支社カルチャー教室「裏打ちと表装」の受講生の作品展

34 優秀安全運転の１２事業所を表彰 県警など

34 健康教育実践１２校をたたえる 総合の部門  努力校＝砺波南部小学校  ほか

富山 26 今年度と同規模程度 砺波 来年度予算で夏野市長

26 ２２日から婚姻、出生、転入に撮影コーナー １１月２２日から

26 功労たたえ、各市で式 砺波  砺波市文化の日表彰式

27 ジビエ 薄切りに工夫 砺波・お食事処うえの  イノシシ料理試食 鍋や鉄板焼き

27 庄川の恵み学ぶ 砺波・庄東小児童

27 浦安の舞を奉納 砺波・比賣神社

28 筱岡さん（小矢部）無鑑査特別賞 書の奎星展

28 富山銀駅南支店で雑貨や壁掛け２０点 イオンとなみ
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29 吉岡監督、日ハムへ ２軍打撃コーチに

29 安全運転の１２事業所表彰 県警

29 中小診断士が経営改善助言 砺波信金

29 初誕生 影近悠人ちゃん  砺波市深江

30 ３７人１２団体たたえ 県功労表彰式

30 部門功労など決定 県農林漁業振興会長表彰  山本甚克

30 健康教育で１２校表彰 県教委  総合 努力  砺波市砺波南部小  ほか

30 秋の褒章 県内から５氏  黄綬  関谷智宏氏（５５）

31 地鳴り ファンヒーター燃焼エラー出る  浦外喜夫  ６８歳（砺波市）

31 地鳴り 若い人たちは政治に関心を  春川正人  ７０歳（砺波市）

32 県の人口調査 舟橋村 初の３千人突破  子育て環境充実が奏功

北陸中日 5 すくらんぶる 交差点 小遣いの大半は書籍代に代わる（富山県砺波市、春川正人、７０歳）

17 厳かに浦安の舞 比売神社大祭で児童

18 ジビエを店の名物に 砺波の飲食店 ６日から提供  うどん、丼の具に猪肉

18 来年度の予算編成 選択と集中進める 砺波市方針

21 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー  砺波市美術館  砺波市庄川美術館

28 秋の褒章 新幹線のフロント 輝く技 黄綬 ガラス曲面加工  関谷智宏さん（５５）

読売 28 卓球 後藤杯選手権県予選  ◇カブ 男子  梅基来夢（砺波Ｊｒ．）

28 秋の褒章  ６人に栄誉 ガラス加工で存在感  黄綬褒章  新光硝子工業取締役工場長  関谷智宏さん ５５

29 自主防災組織率 全国３６位 県、向上へ研修会など

朝日 27 秋の褒章 県内から５人 黄綬褒章 関谷智宏さん（５５） 技磨きあらゆるガラス製作

毎日 22 奎星展 特別賞に筱岡さん  特選に徤名さん、西島さん

日本経済 44 秋の褒章受章者 ◇富山  黄綬  関谷智宏５５ 新光硝子工業取締役工場長

 ３日　金曜日
北日本 3 高岡市 新高岡駅利用促進図る 新幹線対策２課連携へ

3 産業教育功労者 県庁で１８人表彰 的池秋成、棚田英治（砺波工業高校教諭）

5 NEW FACE 商品ニュース 若鶴酒造 「復刻 若鶴１８番スイートワイン」

13 秋の叙勲 県関係受章者 瑞宝小綬章 元富山高校長 結城正斉さん（７０） 元砺波高校長 吉田 久夫さん（７０）

13 秋の叙勲 県関係受章者 瑞宝単光章 元砺波市消防団分団長 宮越 儀作さん（８３）

17 いえしごとの夜明け ４  寿木けい 夫婦という多様性  

18 第２２回県中学校文化祭 表現力豊か 成果披露 科学 身近な題材を研究 砺波市出町中情報科学部

26 丹精込めた菊１９０点 第５８回砺波市菊花展

26 １００歳おめでとう 中島ときこさん（砺波市西中）

27 卒業生から日本料理学ぶ 高岡龍谷高校 総合調理実習

29 広告 空中カフェ２０１７

31 べるもんた 看板で歓迎 JR砺波駅 チューリップなど描く

32 最高賞に矢木さん（金沢）北陸菊花大会 北陸・南砺菊花大会入賞者

32 杉本さん（南砺福光）優良賞 高校読書体験記 県内選考

33 わたしの新聞コンクール 米田さん（高岡市下関小３）ら金賞

35 イノシシ出没急増 車と衝突相次ぐ １０月４件

富山 2 新高岡駅利用促進へ ６市、観光面で連携強化

3 地産地消 １１項目進展 学校給食など５項目悪化

4 北陸コカのライン視察 富山会議所商業部会

15 秋の叙勲 互いに与え合う関係を 瑞宝小綬章 吉田久夫氏 元砺波高校長

15 秋の叙勲 瑞宝単光章 宮越儀作氏

23 百歳 中島ときこさん（砺波市西中）

24 小坪、松井さん本社賞 きょうから南砺菊まつり

24 となみJCメンバー「出会いを大切に」 庄西中で４人講演

25 県勢は金１０個 全国障害者スポーツ大会

26 看板でべるもんた歓迎 砺波駅

26 産業教育に貢献 １８人をたたえる 県庁で伝達式

26 ５氏２社を表彰 県技能職能産業経済功労

27 地鳴り 初めての経験 タイツを履く 藤井昭通 ４５歳 （砺波市）

北陸中日 18 秋の叙勲、県内から４８人 叙勲受章者

19 本物の「となみ」アピール 砺波駅の南口に観光客向け看板

読売 27 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、庄川美術館
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28 秋の叙勲 ４８人が受章 叙勲受章者

朝日 27 秋の叙勲 県内から４８人 叙勲受章者

毎日 24 秋の叙勲 県内から４８人 叙勲受章者

24 都大路目指し ５日号砲 全国高校駅伝 県予選

25 能登と富山の味 来場者ら楽しむ 能越道フェスで

産経 34 秋の叙勲受章者 富山

 ４日　土曜日
北日本 3 「かがやき」新高岡駅停車 定期化運動を継続 期成同盟会 飛越能誘客に力

14 県高校ラグビーきょう決勝 富山第一、高岡第一

14 還暦以上の選手 はつらつプレー 小矢部で義仲・巴杯争奪野球

14 砺波と南砺の１０チーム熱戦 本社杯少年サッカー

14 伏木錬成館の２チーム全国へ 北陸バトントワーリング

14 水泳 日本海マスターズ大会 富山・県関係分優勝者

17 仲間と集う 小矢部園芸高造園美の会  砺波市  佐伯勉

17 仲間と集う 古河航空機乗員養成所第五期生会  砺波市  今井友

18 読者のひろば 雨ニモ負ケズ力走 砺波市 島田栄 ６９歳

20 国重文の民具紹介 砺波郷土資料館

20 最優秀句に森清さん（砺波） 第７１回氷見市文化祭川柳大会

21 民謡や民舞披露 第４５回砺波市文化祭 芸能発表会

21 正しい手洗い教わる 砺波北部小学校

富山 17 迫力の獅子舞、沸く 砺波・宮村保存会 あおい病院訪問

17 １４団体、華やか 砺波で「民謡の世界」

17 輝くクリスマスツリー 砺波・四季彩館

17 輝くクリスマスツリー イオンモールとなみ

17 豊かな感性４１５点 砺波でMOA児童展

19 第２３回１年生県高校野球大会第２日 試合結果

19 県高校新人大会 新体操 大会結果

19 ３４７人が入賞 とやま科学オリンピック

20 新高岡駅「かがやき」臨時便減 利用拡大へ誘客強化

北陸中日 13 一年生県高校野球大会 大会結果

13 県高校秋季大会バレーボール競技兼全日本バレーボール高校選手権大会県予選会 大会結果

13 華やぐ民謡交流 砺波包む名調子 砺波市文化祭芸能発表会「民謡の世界」

14 定期便「かがやき」新高岡停車実現を ダイヤ改正受け同盟会

16 全国大会出場チーム決まる バトン北陸大会

朝日 15 第３６回全日本小学校バンドフェスティバル 出場団体

15 第３０回全日本マーチングコンテスト 出場団体

19 高校再編めぐり ３度目意見交換 県教委、６日から

５日　日曜日
北日本 5 社説 空き家利用促進したい

13 富山第一連覇 花園へ 高校ラグビー県大会決勝

13 バレーボール 県高校秋季大会兼全日本高校選手権大会県予選会 大会結果

13 卓球 県高校秋季選手権 大会結果

13 新体操 県高校新人大会 大会結果

18 県柔道連盟昇段審査会合格者 大会結果

18 ソフトテニス 小中学生競う 第８回小矢部市ジュニアオープンソフトテニス大会

22 読者のひろば 孫の名前見つけた 砺波市 犀川 啓子 ７５歳

22 読者のひろば 来年も必ず参加 砺波市 北島 嘉孝 ４６歳

24 園児が球根や花の苗植える 砺波市北部こども園

25 しっとり雨の景勝地巡る 第１回庄川ウオーキング

25 児童が農業用水施設見学 砺波市庄東小学校４年生

25 頒布展収益金を預託 砺波市美術協会

30 ピアノ名曲 情感豊かに 砺波でギムセさん公演

30 砺波と富山第一 来月中部大会に 県高校演劇発表大会

30 夢の家絵画コンクール最高賞 大沢君（上市相ノ木小）と佐渡さん（富山新庄北小）

32 キトキト 富山の旬集結 食の王国フェスタ「富富富」に行列

32 色鮮やか４６点 県花き品評会
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富山 19 くらしの日記 会合の余韻 柴田 照子 ６８歳 砺波市鷹栖

20 庄川の見どころ巡る 砺波で初のウォーキング

20 上野、斎藤さんV 砺波市パークゴルフ協会１１月度月例大会

21 庄川、井波の消防団が訓練 砺波市消防団庄川方面隊

21 フラダンスで患者に元気を 砺波誠友病院

22 富山一 ２年連続花園 高校ラグビー県大会

22 ７０歳以上ドライバー冬用タイヤ無料交換 ピア、７日から

24 「富富富」人気止まらず 越中とやま食の王国フェスタ 県花き品評会も

25 地鳴り また増えた離農する人 犀川 寮明 ６９歳 砺波市

25 地鳴り 台風で教室中止 材料処分で鍋に 田嶋道夫 ６９歳 砺波市

北陸中日 14 形、大きさ…出来栄え競う 県産花きの品評会

15 富山一花園決めた 高校ラグビー １２－０で高岡一破る

読売 23 富山第一連覇 高校ラグビー県大会

朝日 29 富山第一連覇、花園へ 高校ラグビー 高岡第一破る

毎日 24 富山第一 花園へ １０回目 高岡第一攻め切れず

６日　月曜日
北日本 9 読者写真コンクール １０月の入選作 一席 「夢色広場」

18 サッカー 第１６回ウインズ小杉カップ 大会結果

18 野球 第７回義仲・巴杯争奪生涯富山・石川親善交流大会 大会結果

20 県高校駅伝 男子 高岡向陵  女子 富山商Ｖ

21 ヘミニス金沢が優勝 小矢部市サッカーフェス

21 サンダーバーズ選手 中学生にアドバイス 砺波 出町中

24 海外公演の演目披露 総合カレッジＳＥＯ １７日からチェコ・プラハへ

24 練習の成果披露 子供おはやし教室

25 砺波 庄川町古上野で記念祭 村立て400年 発展誓う

25 柳瀬地区 公民館祭りと敬老会 同時開催で大盛況

25 ５０周年の節目祝う 砺波市庄川町金屋 畑直公民館創立５０周年記念式典

25 体験聞き将来像考える となみ青年会議所「ワクＷＯＲＫプログラム～私の行きる道」

31 さらなる精進誓う 現代の名工県内から２人

32 砺波市職員を逮捕 富山西署 酒気帯びで追突疑い

富山 19 植樹や獅子舞 節目祝う 庄川・古上野 村立て400年祭

19 収穫体験 食を楽しむ 砺波・丸圓商店が企画

19 ふたばフレンド優勝 第３回栴檀野親睦ゲートボール大会

19 第７常会Ｂが栄冠 第１３回五鹿屋地区ペタンク大会

20 柴田、窪が優勝 ２０１７氷見ふれあい卓球選手権

21 サンダバ選手招き教室 砺波、南砺の中学野球部員 １０回記念で交流試合

21 高岡向陵、富山商Ｖ 男子第６８回・女子第３０回県高校駅伝競走大会

23 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

23 地鳴り 立山・黒部バスツアーに参加 黒田和也 ４０歳 砺波市

24 現代の名工に県内から２氏 造園工 宗景昭さん 砺波市安川  伝統と現代生活融和

25 砺波市職員の男逮捕 酒気帯び運転の疑い 富山西署

北陸中日 13 高校バスケ 第七十回全国高校バスケットボール選手権大会 県予選決勝

24 現代の名工 県内２氏喜び 屋敷林の庭造り「謙虚に学ぶ」 宗景昭さん（６９） 砺波市安川

25 酒気帯び運転疑い 砺波市職員を逮捕 婦中で追突事故

読売 27 現代の名工 喜びの声 素材見極め 庭を洗練 造園工 宗景昭さん ６９ （砺波市）

27 酒気帯び運転容疑 砺波市職員を逮捕 富山西署

朝日 31 現代の名工 県内から２人 「カイニョ」の風景守る 造園工 宗景昭さん（６９）

毎日 26 高岡向陵１４年ぶりＶ 全国高校駅伝県予選

26 酒気帯びで事故 砺波市職員逮捕 容疑で富山西署

日刊工業 5 2017年度 現代の名工 第１１部門 宗景昭（宗景造園=造園工等）

 ７日　火曜日
北日本 2 けさの人 県高校駅伝競走大会男子の部で優勝した高岡向陵主将 尾田一翔さん

16 ソフトテニス 北信越インドア予選会 大会結果

16 フレッシュテニス 立山科学グループ杯大会 大会結果

16 弓道 全国高校選抜大会県予選会 大会結果

18 読者のひろば 思いやりの昼食会 砺波市 村中正敏 ８７歳
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20 マーチング大会の活躍祈り支援金贈呈 出町中吹奏楽部へ砺波RC

20 ７人に表彰状 小中学生 税に関する作品 入賞者

21 来春のとなみチューリップフェア 大花壇に花束デザイン 中央に県産品種「黄小町」

21 万一の火災に備える 砺波市消防団庄川方面隊と南砺市消防団井波方面団の合同訓練

26 全国善銀表彰を夏野市長に報告 茶道裏千家となみ同好会

26 名古屋だより 武部会長を再任 東海となみ野会総会

29 富山西署 ひき逃げ容疑加え送検 逮捕の砺波市職員 深夜まで飲酒

29 職員忘年会を自粛 砺波市が陳謝

富山 20 わが町 朝市夕市 砺波市

23 来春のとなみチューリップフェア 大花壇 黄小町メイン 球根植え込み始まる

23 茶道裏千家となみ同好会が受賞報告 善意銀行連絡協表彰

23 出町中吹奏楽部 全国大会へ演奏 砺波RCが激励金

23 砺波で税作品表彰 砺波市租税教育推進協議会と市納税貯蓄組合

27 地鳴り 対日世論調査で誇らしい気持ち 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

29 ひき逃げ疑いで送検 酒気帯び容疑の砺波市職員

29 被害者に陳謝「厳正に処分」 砺波市 飲酒伴う会合、年内自粛

北陸中日 14 チューリップのブーケ となみ 大花壇地上絵デザイン

26 職員酒気帯び 砺波市が謝罪 ひき逃げ加え送検

読売 30 ひゅーまん２０１７ ゲストハウスをオープン 川向実さん６４ （砺波市）

31 酒気帯び運転容疑 砺波市職員を送検 ひき逃げ容疑も

朝日 25 酒気帯び容疑など 砺波市職員を送検 現場から逃げた疑いがある

毎日 26 信頼のジャッジ 総決算 砺波の大石さん 日本選手権で審判 社会人野球

26 ひき逃げ容疑で砺波市職員送検 酒気帯び運転で追突

 ８日　水曜日
北日本 1 富山米 新時代 富富富 コシ上回る魅力 整粒８４％ おいしさも実証 栽培結果公表

14 高校野球 １年生県大会（３日、砺波市野球場） 大会結果 砺波０－３高岡第一

16 読者のひろば 孫たちの獅子舞 砺波市 武部幹夫 ７７歳

18 伝統技法の越前焼並ぶ 「ねじたて技法」を使った作品展 ギャラリーみかん堂

19 百歳体操 継続しよう 高齢者対象に交流会 健康づくりへ意欲

19 来春のフェア楽しみ チューリップ街道 実行委が球根植え込み

富山 22 となみチューリップフェア 周辺道路 花で歓迎 街道実行委、球根植える

23 百歳体操のグループ交流 砺波で１００人

25 砺波地域ゆかりの６４人が親睦深める 東海となみ野会

27 地鳴り 子や孫らも運動で優秀 浦外喜夫 ６８歳 砺波市

北陸中日 1 職員懲戒の公表基準 半数以上の自治体 未整備

17 高齢者グループ 百歳体操で交流 チューリップ四季彩館

17 砺波高の中川さん ２年連続の銀賞に 古民家フォト甲子園

17 チューリップフェア来場者迎える準備 プランターに球根

 ９日　木曜日
北日本 5 タネのヨシダ（砺波）破産手続き 砺波市五郎丸

9 社説 国重文「砺波の民具」 保存だけでなく活用を

16 県内美術館・博物館の催し（１１／９～１１／１５） 松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

17 朝市夕市 県内 砺波市

17 情報かわら版 となみ野

22 集客増テーマに講演 高岡・砺波酒販組合

22 虫歯予防紙芝居 高岡市に贈呈 フッ素推進市民ネット

23 花や電飾 Ｘマスムード チューリップ四季彩館

23 中川さん（砺波高２年）銀賞 古民家フォト甲子園 高岡の金屋町題材

23 地域医療支援病院 来年度承認目指す 砺波総合病院

23 ペタンク 第１２回北蟹谷室内大会 大会結果

23 落書き消し美観再び 砺波市庄川町庄の雄神橋

28 健康な歯２１人表彰 県と県歯科医師会

29 本紙販売店年間表彰の総合優秀 入善西部・砺波東部・氷見南條

富山 5 タネのヨシダ破産 砺波市五郎丸

27 大賞に東さん（小矢部市石動中１年） 第４２回富山県学生競書展

28 中川さん２年連続銀賞 砺波高２年 古民家フォト甲子園

29 今年度 黒字転換見込む 砺波総合病院経営改善委

29 般若Ａ優勝 庄東ブロック・ペタンク愛好会の第１１回室内大会
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29 地元のシニアに仕事の体験聞く 砺波工高

31 後継者育成で講演会 高岡、砺波酒販組合

31 大谷科学賞に８校 県発明協会

32 「いい歯の日」７組６人表彰 県と県歯科医師会

32 高岡、南砺の５ＲＣフッ化物洗口普及を 高岡市役所で絵本寄贈

32 ねんりんピックあと１年 テーマ曲や体操初披露 富山で催し１３００人、機運高め バルセロナ「金」岩崎さん講演

32 とやま呉西圏域 名古屋で共同出展 企業誘致や商品ＰＲ

33 コント 砺波・越中之助

北陸中日 5 テーマ特集 読書週間 明治維新１５０年 海舟本いかが 上野 亮平 ７５ 富山県砺波市

7 タネのヨシダ 破産 富山県砺波市

18 Ｗｅｅｋｌｙ おでかけガイド イベント

18 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １０日　金曜日
北日本 17 介護の中堅職員 がんばりすとｉｎとやま２０１７ 介護職員 金子沙矢佳さん

20 巣箱開けてじっくり観察 砺波市庄東小学校６年生「砺波花とみどりの少年団」

20 工事現場巡り安全確認 砺波市建設業協会の建設業安全パトロール

20 マレーシアのあいさつ紹介 砺波ロータリークラブ  砺波市出町小学校で出前講座を開催

21 火災ゼロ願いパレード 砺波市出町少年消防クラブの防火パレード

21 水を得た魚題材に出品 「大きな、水を得た魚」をテーマにした作品展

21 バドの佐々木さん１３日講演 佐々木翔さんの講演会 １３日砺波市出町子供歌舞伎曳山会館

21 木版画で散居村の風景 砺波市の木版画家、水上悦子さんの作品展

26 地域活動に尽力１９人１６団体表彰 県老人ク連

26 県西部の魅力大阪駅でＰＲ ６市と観光協会

26 県環境保健衛生大会地球温暖化防止に関するポスター・壁新聞入選者 中学生ポスターの部  佳作＝篠原亜月（砺波市出町２）

28 庄川のユズ記録的不作 台風と天候不順 出荷量１５年で最少

富山 2 台風被害の復旧支援を 砺波市長が県に要望

3 ２６日に原子力防災訓練 県内全市町村、石川と合同

14 第４０回富山県こどもフェスティバル 入賞、入選者を紹介  児童画

16 〃 入賞、入選者を紹介  書、写真

24 砺波・庄東小「花とみどりの少年団」 巣箱１０個外し野鳥生態学ぶ  わらや羽毛観察

24 パレードで「火の用心」 砺波・出町少年消防クラブ

25 高信となみ会車いす５台贈る 砺波市社福協に

26 工事現場の安全確認 砺波市建設業協

26 ２１人１６団体たたえ 富山で県老人ク大会

26 障害者施設の食品並ぶ 富山のＡＩＧグループ

27 子どもの写真 こつ学ぶ オダケホーム 射水でイベント

27 ぴいまん倶楽部居酒屋極を表彰 高岡南部地区野球

28 ＪＲ大阪駅で６市の魅力ＰＲ 県西部地区観光協

北陸中日 16 「火の用心」高らかに行進 砺波・出町少年消防クラブ

17 嵐耐えたユズ収穫あすからまつり 庄川水記念公園

読売 25 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、庄川美術館

別3 第３５回富山県駅伝特集 栄光の軌跡

別5 ⑪砺波 走りで感動と元気を

別7 県小学生駅伝メンバー ⑪砺波

朝日 25 ニュース短信 タネのヨシダが破産手続き

 １１日　土曜日
北日本 3 射水・未来の礎 市長選１２日告示＜下＞ とやま呉西圏域 連携事業の成否に注目

19 「大人の社会見学」 ～庄川峡と井波～ 参加者募集

20 わが家のアイドル 影近悠人ちゃん １歳 砺波市深江

22 りんご湯で体ぽかぽか 庄東センター

22 幸せ願いフラワーリース 「フラワーアトリエ花ろまん」の生徒らによる作品展

23 甘～い「たまねぎカレー」 今月発売 砺波産を使用 日本製麻ボルカノ食品事業部北陸工場

23 篆刻や書の力作並ぶ 第８回槇冬菫・篆刻と書のサークル展

23 中部６県の日中友好写真展 日中国交正常化４５周年を記念

23 １００歳おめでとう 棚田しめ子さん 砺波市千代

6 ページ



28 ８校の創意工夫たたえる 県庁「大谷科学賞」表彰式

28 宮城にチューリップ球根６０００個 復興願いあす植え込み

28 平成２９年度県環境保健衛生連合会長表彰 表彰者

29 砺波で１等３億円！ ハロウィンジャンボ 前賞１億円も

29 自転車の高校生はねられ重傷 砺波市鷹栖の市道交差点

29 砺波で車衝突 女性重傷 砺波市東開発の県道交差点

富山 22 閖上 復興住宅に咲いて チューリップ球根 絆深める

22 税を考える週間 理解呼び掛ける 砺波税務連絡協

22 百歳 棚田しめ子さん 砺波市千代

23 県砺波地区生コン協組に表示証交付 消防団協力で砺波市

23 合同おさらい会へ 高岡城峰会が練習 １９日、庄川で開催

24 田楽行燈でXマスツリー イオンモールとなみ 園児が絵描く

27 事件・事故 車と衝突、高校生重傷

27 事件・事故 車衝突、６０代女性重傷

27 地鳴り 古希を迎え時間有効に 犀川寮明 ６９歳 砺波市

27 地鳴り 誕生日迎え温泉と花束 西川良子 ６５歳 砺波市

29 砺波で４億円 ハロウィンジャンボ

北陸中日 18 砺波・生コン組合に協力事業所表示交付 市消防団

18 越中春秋 飲酒運転

19 リンゴ湯 香り豊か 砺波・庄東センター

１２日　日曜日
北日本 16 サッカー Ｕ－１７県リーグ 大会結果

16 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 大会結果

16 卓球 県高校秋季選手権 大会結果

16 弓道 全国高校選抜大会県予選 大会結果

17 県中学校選抜体育大会 大会結果

17 空手道 県中学生選抜大会 大会結果

18 読者のひろば ダム工事の促進を 砺波市 上野亮平 ７５歳

21 農作物販売 大にぎわい 農業まつり

21 手作り小物や服ずらり 「小さな手作り展」がチューリップ四季彩館で始まる

25 庄川ゆずまつり開幕 豊かな香り求め列 終了前に当日分完売

25 辺見さんの思い出語る 弦短歌会 富山で１０周年の集い

26 藤坂・中村さん１位 中学生英語スピーチ ③中島美波（庄西中３）

29 自転車の中学生 はねられ重傷 砺波市矢木の市道交差点

富山 23 特産ユズ 不作でも工夫 庄川でまつり開幕

23 タマネギ詰め放題満喫 ＪＡとなみ野

23 ミキサー車 給水に活用 砺波消防訓練 糸魚川大火を教訓に

23 島田、吉田さんに栄冠 砺波市パークゴルフ協会グランドチャンピオン大会

25 砺波工、氷見が優勝 第３６回全国高校選抜弓道大会県予選会（団体）

25 シェフ弾き語り 味わい深く 砺波のレストランで演奏会

26 介護職員２８人表彰 富山県福祉人材確保対策会議の「がんばる介護職員応援事業」

27 地域おこし協力隊 ２割増 ５千人規模に

27 事件・事故 自転車の中学生重傷

北陸中日 5 発言 大勝した与党 おごりは禁物 石丸秀幸 ５８ 富山県砺波市

17 全国高校選抜弓道大会県予選会 大会結果

17 県中学選抜体育大会 大会結果

17 県中学空手道選抜大会 大会結果

17 砺波産タマネギでカレー 日本製麻 市内道の駅で発売

18 ゆずまつり 即売に行列 砺波

26 広告 となみ夢の平スキー場

朝日 29 不作のユズ求めて列 砺波 きょうまでまつり

 １３日　月曜日
新聞休刊日

 １４日　火曜日
北日本 3 高校再編で意見交換 南砺福光存続を 県の方針に異論続出

22 富山市９連覇 県駅伝競走

23 シングルスで１４０人競う 松本杯第６２回砺波市卓球選手権小・中学生の部

23 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 大会結果
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23 サッカー Ｕ－１７県リーグ 大会結果

23 ソフトテニス 県冬季小学生大会 大会結果

24 読者のひろば 大好きな福田さん 砺波市 山田敏江 ７５歳

26 北部３地区の金婚祝う 若林、林、高波の３地区合同金婚を祝う会

27 ざっくばらん となみ野建築社員 多田恭介さん

27 無事故の心構え しゃれで伝える 種田地区 交通安全落語

27 無花粉スギ３７本 頼成の森に植樹 全国植樹祭を記念

27 散居村の景観保全へ剪定 カイニョお手入れ支援隊

29 砺波で「富山の太鼓」 力強いばちさばき

29 家庭料理の腕競う 親子コンテスト県大会

29 「戌」思い思いの表情に 庄川美術館で木彫講座

29 消防団協力で表示証交付 県砺波地区生コンクリート協同組合

29 車椅子５台を預託 高岡信用金庫砺波支店の取引先でつくる「高信となみ会」

33 城端線の未来考える 開通１２０周年記念講座 万葉線元社員 吉田さん講演

35 大火災に備え消防訓練 砺波市と市消防団、砺波消防署の秋季訓練

36 姉妹都市再提携１０年 ガラス記念盾を交換 砺波市と北海道むかわ町

38 県少年少女自作童話大会 受賞者一覧

富山 2 高校再編 「砺波学区は対象外に」 意見交換会で批判の声

2 米原、四方氏ら 総理大臣表彰 地方自治法７０周年記念

21 わが町 朝市夕市 砺波市

24 砺波から訪問 深まる交流 北海道むかわ町 姉妹再提携 １０周年祝う

24 砺波から訪問 深まる交流 宮城県名取市 チューリップ球根 復興願い植える

25 高齢夫婦宅で屋敷林手入れ 砺波の支援隊

25 金婚の１０組楽しませ 砺波・北部苑 若林、林、高波の祝う会

26 荒井さん親子Ｖ ガス料理コン県大会 ②中山知子・実咲

26 加嶋さん優勝 砺波で健康麻将大会

26 新湊支部が団体優勝 木谷綜合学園珠算大会

27 井波３０年ぶり優勝 砺波寿野球リーグ

29 地鳴り 「椰子の実」の随想に感動 紫藤道子 ８３歳 砺波市

29 地鳴り 三つの屋号で呼ばれている 浦外喜夫 ６８歳 砺波市

北陸中日 16 仮設住宅に勇気の花を 砺波市 宮城にチューリップ球根贈る

読売 32 母にタスキつなぐ 宮木快盛選手１７歳（砺波市）

32 小学生は富山Ｖ６ 県小学生駅伝競走大会

32 県駅伝 富山が９連覇 終盤 独走状態に

32 オリジナル応援旗 選手の力走後押し 砺波市体育協会や同市教育委員会の職員らが応援

34 富山県駅伝 総合・区間成績 第３５回富山県駅伝競走大会

34 県小学生駅伝 大会結果

 １５日　水曜日
北日本 15 上野サイエンスの社から⑧ 国立科学博物館長 林良博 標本は重要な証人

15 第５９回県短歌大会入賞作品 １０月１５日、県農協会館

18 仲間と集う 油田長寿会 砺波市 橋本巌

20 「徘徊ＳＯＳ」知って 事業所にステッカー 車用オレンジステッカー

20 ２５４人が珠算競う 木谷綜合学園の第４４回珠算競技大会

21 出町小管楽器クに支援金 砺波ロータリークラブ

21 明治期の地図展示 中野公民館「ほ場整備前の地図と農具展」

25 被災地へ元気届ける 砺波から宮城・名取 チューリップ植え込み

26 美の祭典 越中アートフェスタ２０１７ きょう応募受け付け

26 世代超え合唱団設立 砺波市文化会館 小中学生や社会人参加

29 民意と歩む 県内市町村議選の無投票 年２回以上１３年ぶり

富山 23 はがき集め、寄付金に 砺波・南部っ子児童会 市南部デイサービスに贈る

23 出町小管楽器クに全国大会の支援金 砺波ＲＣ

23 藤田さん初代王者 第１回能越ケーブルネット杯健康麻将交流大会

24 徘徊早期発見に協力 砺波の移動スーパー 市がステッカー交付

24 分かりやすい発声を 砺波南部小でアナウンス講座

24 パトロール車にドラレコ 砺波・出町小前で出発式

25 砺波がＵ１３優勝 射水カップ Ｕ１４は奥越制す
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27 コント 砺波・たぬき

北陸中日 16 通信指令員 迅速、的確に 県西部消防 口頭指導の訓練

16 姉妹都市再提携１０年 砺波市が記念式典

17 徘徊 早期発見・保護を 緊急ダイヤル 協力事業所に車両用ステッカー

読売 30 よみうり文芸 短歌 西能さとみ

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １６日　木曜日
北日本 5 富山けいざい 短信 限定酒を予約販売 若鶴酒造

14 県内美術館・博物館の催し（１１／１６～１１／２２） 松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

15 朝市夕市 県内 砺波市

15 情報かわら版 となみ野

17 北日本新聞社旗争奪 県少年野球 大会結果

20 うるおい環境とやま賞報告 となみ散居村ミュージアム（土の賞） 新屋敷芝桜まつり活動（光の賞）

20 税知識普及尽力の３人表彰 砺波税務署の納税表彰式 武田武美さん、余西孝さん

21 ドライブレコーダー 防犯パト２台に設置 出町自治振興会

21 日本の伝統芸能に触れる 出町中 歌舞伎教室 着付けなど実演鑑賞

21 創造コンテスト ３児童活躍誓う ２５日 全国大会 第８回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト

21 小さな善意 役立てて 南部っ子児童会 南部デイサービスセンターに寄付

21 水彩画など力作５０点展示 「マドカグループ」の絵画展が砺波市美術館で始まる

21 地域連携の在宅医療考える 砺波市と医師会、市社会福祉法人連絡会が本年度から連携

26 食の安全へ６００人決意 県食品衛生協 創立６０年大会 浜美枝さん講演

26 社保制度推進へ 功労者２５人表彰 県年金・健保委員大会

26 柏樹さん都市緑化功労者表彰報告 国土交通省の表彰

26 文部科学大臣表彰に安念さんと小島さん 地域文化功労者

26 トラックの荷台から転落し重傷 砺波市石丸の富士機材砺波営業所で

26 中川さん（中太閤山小５）と中村さん（三成中１）最優秀 万引防止ポスター 入賞者一覧

29 酒気帯び運転の砺波市職員に罰金 富山簡裁 停職６ヵ月 依願退職

富山 25 児童３人 全国へ抱負 創造コンテスト出場 砺波市長に表彰者らも訪問

25 化粧、着付けも鑑賞 砺波・出町中 歌舞伎教室

26 高岡工芸高附属美術館 青井中美展きょう開幕 入賞者一覧

26 中川、中村さん最優秀賞に選出 万引防止ポスター 入賞者一覧

26 創立６０周年祝う 県食品衛生協会

27 うるおい環境や景観広告を表彰 富山でフォーラム

28 地域文化功労者表彰 県内から安念、小島氏

29 地鳴り 好景気の恩恵 見当たらず 嶋村了吉 ５４歳 砺波市

29 地鳴り 吹奏楽演奏で思い出す女性 春川正人 ７０歳 砺波市

31 砺波市職員に罰金３５万円 富山簡裁 酒気帯び運転で命令

北陸中日 18 県と氷見市、砺波市 ２６日、原子力防災訓練 地震で崩壊、落石想定

19 歌舞伎の化粧 眉が大事 砺波・出町中で鑑賞教室

20 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

29 酒気帯び事故職員 砺波市が懲戒処分 最も重い処分とした

読売 29 砺波市職員酒気帯び 罰金３５万円略式命令 市は停職処分

朝日 29 酒気帯び運転の罪 市職員に略式命令 富山簡裁

毎日 26 酒気帯び運転の主幹を停職処分 砺波市

 １７日　金曜日
北日本 3 庄川左岸地区の工事予算求める 用排水対策促進協

3 魚津・砺波総合庁舎の空きスペース活用 総合庁舎の一部を民間事業者などに貸し出す

13 シンガー・ソングライター 鼻毛の森（砺波出身） 「人間の“残念”な部分にスポット」

19 テニス MUFGジュニアトーナメント県予選大会 大会結果

25 ざっくばらん 庄川俳句愛好会 安達千代子さん

25 最優秀に中村さん（出町小） 県下水道公社の第２２回下水道に関するポスター作品

31 となみ政経懇話会 １１月奥様合同例会 自分楽しめる服着て

富山 2 農地防災の促進要請 庄川左岸地区協議会

2 魚津、砺波庁舎の空きを貸し付け 県、計３件募集

27 油田A、稲穂 決勝大会へ 第９回ロングラン親善ゲートボール大会第１日

27 砺波で介護教室 ケアポート庄川在宅介護支援センターの介護者教室

30 政治、経済情勢を解説 砺波法人会 福岡氏が講演
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31 地鳴り 大満足だった老人会の旅行 犀川寮明 ６９歳 砺波市

北陸中日 19 届け出の記念に写真撮影いかが 砺波市、２２日からコーナー

読売 29 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、庄川美術館

30 県中学校選抜体育大会 バスケットボール、新体操、水泳 大会結果

30 第３６回全国高校選抜大会県予選 弓道 大会結果

朝日 26 １９日に全日本マーチングコン 華やか バレエの世界表現 初出場の砺波・出町中

毎日 26 事件・事故 元砺波市職員、ひき逃げ容疑は不起訴

 １８日　土曜日
北日本 12 ビエンナーレＴＯＹＡＭＡ あすから５期展  ラストも多彩な顔触れ

17～20 美の祭典 ２０１７越中アートフェスタ 入選者

24 仲間と集う 富山第一銀行共寿会となみ地区支部（砺波市 平井宗壽）

26 麦秋苑秋季囲碁大会 大会結果

27 地元産食材おいしいね 小中５校給食 生産者と会食 感謝

27 障害者が心込めた８００点 社会福祉法人マーシ園による展示即売会

27 経産大臣表彰水上さん報告 統計調査の経済産業大臣表彰を受けた水上律子さん（６８）

27 善意の色紙など１１０点 小矢部市善意作品頒布会

27 福岡さんが政治情勢講演 砺波法人会の「税を考える週間」記念講演会

27 ステンドグラス多彩 「ステンドグラス・レインボー工房仲間１５人展」

30 更生保護貢献の保護司らを表彰 滑川で県大会

33 母親切りつけた疑い城端の３２歳男逮捕 父親もけが 命に別状なし

富山 4 ２０１８年元旦届けを予約販売 若鶴酒造

13 広告 第５回市民のコレクション展

22 犯罪・非行のない県を 滑川 県更生保護大会、宣言採択

22 北陸農政局長賞 砺波市長に報告 小島環境保全向上対策協

23 高岡でとやま空き家セミナー 現状や活用法を説明

23 砺波産食材たっぷり 市内小中学校、幼稚園で給食

23 善意作品頒布会小矢部で始まる 県内外の美術作家 １１０点出品

23 新カレーなど販売 砺波でマーシ園

24 農業の大切さ若者たちに 砺波で来月１６日 映画「ごはん」上映会

25 大賞に池田、中山さん 越中アートフェスタ  県民会館できょう開幕

28 市民の「お宝」一堂に 犀星直筆の砺波高校歌など  砺波市美術館 きょうから展示

読売 26 卓球 名古屋オープン大会県予選

27 子ども食堂 広がる輪 昨年誕生 ８か所に 県も補助制度導入

27 母親切りつけ殺害未遂容疑 ３２歳男逮捕

１９日　日曜日
北日本 14 ラグビー 県高校秋季大会 大会結果

17 教職員ら白熱ラリー 高岡で卓球大会

17 喜楽クラブが優勝 第３６回小矢部市女子バレーボール夜間リーグ

23 仲間と集う 小矢部園芸高専攻科卒「かがやき２６年会」 砺波市 老健

24 仲間と集う 神島思ひ出の会 砺波市 下保豊秋

27 建築家の家造り身近に 第１１回建築家展開催

27 北陸農政局長賞受賞を報告 「豊かなむらづくり表彰」 小島環境保全向上対策協議会

32 武田さん（男子）湊さん（女子）Ｖ 県高校将棋 男女５人全国大会へ

32 チューリップ開花楽しみ 来春フェアへ 砺波市民 球根３０００球植え込み

32 富山大附属と砺波出町銀賞 全日本小学校バンドフェス

33 火事起こさないでね 県小学生発表大会 特選に魚津市住吉小

富山 1 砺波市美術館 コレクション展開幕 市民のお宝 ８２点一堂に

16 放課後どうする？ 庄東スポーツ少年団卓球部

24 世代超えて住民合唱 砺波・庄南小 園児から大人まで

25 となみチューリップフェア もてなしへ球根植え 市民ら、３色の３千個

25 屋敷林の落ち葉拾う 砺波カイニョ倶楽部 頼成の民家で

29 地鳴り 庄川峡の紅葉を満喫 松本健治 ７６歳 高岡市

31 タクシーで逃走後 殺人未遂で逮捕 南砺・容疑の男

北陸中日 16 高齢者の屋敷林 守る 砺波の保存団体が手入れ

16 冬来ても 平面と立体 入選３４４点 越中アートフェスタ

朝日 17 第３６回 全日本小学校バンドフェスティバル 徳島市国府が金賞 入賞結果一覧

29 出町・富山大付が銀 全日本小学校バンドフェス 福野は銅
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２０日　月曜日
北日本 17 サッカー Ｕ－１７県リーグ 試合結果

17 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 試合結果

18 北日本新聞社旗争奪県少年野球 大会結果

18 柔道 県高校新人大会兼全国高校選手権県大会 大会結果

20 となみ庄川散居村縦断マラソン ３４４５人砺波平野駆ける

22 落ち葉拾って道をきれいに 各地でみどりの感謝祭

22 短歌のこだまｉｎ宇奈月２０１７ 【自由題】優秀賞 坪本幸世（砺波）

24 ウイスキー奥深い！ クルンでイベント 飲み比べ魅力語る

25 安心の住環境できた 中神組合 ９年の区画整理完工

25 となみ野の民話をユーチューブ配信 となみ衛星通信テレビ

25 高齢者宅の落ち葉片付け 砺波カイニョ倶楽部

25 空き家の活用法学ぶ とやま空き家セミナー

28 高岡商高と出町中（砺波）銅賞 全日本マーチングコンテスト

富山 15 くらしの日記 富富富 佐野嘉江 ７２歳（砺波市西中）

17 民謡３団体 華やかに 砺波で稽古の成果披露

17 土地区画整理が完工 砺波・中神 大規模店など立地

18 トゥインクルなど１６強 第３４回県秋季ミニバスケットボール大会兼第３７回北信越大会県予選第１日

18 過去最多３６５６人力走 となみ庄川散居村縦断マラソン  

18 斉本が無差別級Ｖ 県高校新人大会

20 優秀、優良賞決まる 県高文祭放送部門

20 青少年の健全育成を考える 富山でフォーラム

20 優雅なステップ 観衆魅了 富山シティバレエ団 高岡でコンサート

20 初の日曜 お宝じっくり 砺波・市民のコレクション展

21 地鳴り 年々減っていく年賀状に寂しさ 浦外喜夫  ６８歳（砺波市）

21 コント 砺波・たぬき

23 ほたるいか ウイスキーデイＩＮタカオカ

北陸中日 14 砺波・中神も完工式 土地区画整理事業

15 県高校新人大会兼全国高校柔道選手権県大会 大会結果

15 北信越高校駅伝競走大会 男子⑧高岡向陵  女子⑨高岡商

17 雨の散居村 熱く走る となみ縦断マラソン

読売 29 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 17 第３０回全日本マーチングコンテスト 中学校の部 砺波市立出町（富山）

27 迫力の音色 共に銅 全日本マーチングコン 出町中・高岡商高

 ２１日　火曜日
北日本 22 読者のひろば 夫と庭で冬支度 砺波市 横井君子 ７５歳

25 ＤＩＹ体験 存分に 砺波の１級建築士 橘さん夫妻 空き家改修 貸し工房へ

25 チューリップ公園 光の装飾堪能して 福祉作業所・南天桐作製

25 加工品用 まず確保 庄川ゆず 不作で方針

25 合唱で地域の絆強める 庄南小学校区合唱の集い

25 児童と住民楽しく交流 「福祉ふれあいのつどい」庄川生涯学習センターで開催

25 親子でそば打ちなど体験 般若中学校で「親子でトライ」を開催 原野敬司さんが講師

25 力強く情緒豊かに詩吟 第３６回砺波市松風会吟道大会

30 となみ野の魅力満喫 大人の社会見学 名所・工場巡る

30 ６人４校優秀賞 県高文祭放送部門 アナウンス 優秀賞 開澤晴菜

30 記者ぶろぐ 平和を考える材料に

富山 23 夫婦でＤＩＹスタジオ 築９０年の空き家 来春 工務店経営の橘さん 愛好家の作業場に

23 電飾３６基 市に納品 福祉作業所 南天桐の利用者、職員仕上げる

23 獅子柚子を市長に 金屋の生産組合届ける

25 私のお宝【上】 市民のコレクション展 清らかに若々しく

25 男女４０チームが激突 来月２、３日 砺波で県小学生バレー

25 わが町 朝市夕市 砺波市

27 地鳴り きんとん作り 友人にお供え 紫藤道子 ８３歳（砺波市）

北陸中日 19 日曜大工で改築を 砺波の橘さん夫妻 貸し工房計画

19 南砺囲碁大会 １４人熱戦 Ａ級苗田さん、Ｂ級土永さんＶ ③武田善造

 ２２日　水曜日
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北日本 3 富山米 新時代 27 第５部 需要をつかめ③ 改革 「業務用米」でもうける

20 らいちょう 県高校文化祭ニュース（下） 富山県高文連新聞専門部

24 きれいな花咲いて 庄下自治振興会や高坪自治会 チューリップとスイセンの球根１２００個ずつ

25 「湯を沸かすほどの熱い愛」あす上映 となみ映画サークル

25 学術研究で連携協定 市と富山大人文学部

25 ゆず湯を満喫 砺波市社会福祉協議会が運営する施設で

29 描く楽しさ伝える 洋画家の藤森さん 富山大附属小で教室

30 高岡・山町ポエム 大賞に吉田君（東五位小５年）

30 日本文化 チェコで披露 砺波の総合カレッジＳＥＯ 創立５０周年記念事業

30 交通安全尽力の５人１団体表彰 県民会館で県母親大会

富山 21 住みよさ２位を砺波市長が分析 老人ク連と語る会

21 最優秀土木工事に藤井組・川田建設 砺波協会が表彰

21 ロビー展 今井宏明さんの木工作品展 北陸銀行庄川支店

23 私のお宝【中】 市民のコレクション展 兄と妹助け合う姿

23 砺波市、富大が協定締結 文書や農具を共同研究

24 ５人１団体を表彰 交通安全母の会

25 地鳴り 里山の紅葉を日々楽しんだ 嶋村了吉 ５４歳 砺波市

北陸中日 17 富山大人文学部と砺波市が連携協定 文化、教育、学術で協力

読売 26 よみうり文芸 短歌 井上房子

26 よみうり文芸 文芸サークルから 海潮砺波歌会

26 空手道 第１２回県中学選抜大会 大会結果

毎日 24 民具が語る 地域の文化 国重要民俗文化財 砺波で企画展

 ２３日　木曜日
北日本 1 北日本新聞広告賞グランプリ 立山酒造を表彰

3 医療助成 請求書を電子化 県１９年度にも 障害者も対象

3 保険料への影響を懸念 国保制度改正で首長

3 庄川左岸地区の整備促進を要望 排水対策協議会

15 北日本俳壇の集い 佳作 二俣れい子

16 県内美術館・博物館の催し（１１／２３～１１／２９） 松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

17 情報かわら版 となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

18 卓球で７０人親睦 県精神障害者スポーツ

20 読者のひろば 裏年のゆずまつり  富山市 伏木敏克（７４歳）

22 愛らしいネコ多彩な表情 砺波市東石丸のイラストレーター、ねんねこ屋の個展

23 市役所で記念写真いかが 砺波市 記念写真を撮影できるコーナーを設ける

23 住みよい市ＰＲしよう 砺波市老人クラブ連合会の「市長と語る会」

23 福祉の就職希望者に面接会 福祉関係の就職希望者を対象にした「介護・看護・保育の就職面接会」

23 高齢者に野菜や果物届けて 出町青葉幼稚園の園児が市役所を訪問

23 芸術性光る作品１００点 県内外の写真愛好者４０人による「写真アートペーパー展パート７」

23 優良土木工事を表彰 砺波土木協会の優良土木工事表彰式

26 喜寿に個展「父のおかげ」 福岡町の中嶋さん  親子２代で洋画家

26 最終日 茶と花で彩り 美の祭典 越中アートフェスタ２０１７  ２５日から高岡巡回展

富山 2 庄川左岸の農地防災事業 四期の着手 知事前向き  用排水対策促進協

2 台湾で県、４市町 初の共同観光宣伝 ２６、２７日

3 融資上限を引き上げ 県市町村長会議  記者席

29 いい夫婦 末永く 撮影コーナー設置 砺波市役所

29 「高齢者に野菜届けて」 砺波・出町青葉幼稚園児 市に寄託

29 最優秀賞の山本さん訪問 北陸ブロック農業青年会議プロジェクト発表で最優秀賞を受けた山本亮一さん

29 砺波北部小で不審者対応 砺波署の不審者対応訓練

30 ７０人、卓球楽しむ 県精神障害者障害福祉サービス事業所連絡協議会

31 私のお宝【下】 市民のコレクション展 優しさ、心落ち着かせ

33 地鳴り 増税よりも支出削減を 河合泰 ８４歳（砺波市）

33 地鳴り 苦楽の５０年感謝の心で 佐野嘉江 ７２歳（砺波市）

34 砺波で霜うっすら 富山市中心部で今季初  冬日と初氷

北陸中日 19 再生古民家 交流の場に 砺波の嶋田さん  ２３～２５日に催し

20 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館
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26 「いい夫婦の日」 新婚さん記念にパチリ  砺波市役所

26 進化する学校トイレ 洋式化 自治体で差 市町村別公立小中学校のトイレ状況

日本経済 33 トップに聞く 砺波の山あいに「音楽宿」 福々家社長  金沢健承氏

 ２４日　金曜日
北日本 9 可西舞踊研 ３人が２位 ヨコハマ・コンペティション

15 小学生対象にバレー体験会 砺波市バレーボール協会

15 剣道  第３４回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター大会 大会結果

20 不審者への対応確認 砺波市砺波北部小学校で

20 気分はもうＸマス 電球１０万個彩る  砺波 チューリップ公園

20 市長に最優秀賞報告 北陸ブロック農業青年会議プロジェクト発表で最優秀賞に選ばれた山本亮一さん

21 語り・三味線 息ピタリ 出町浄瑠璃  小中高生ら成果披露

21 善意の色紙や軸物３１０点 第５０回チャリティー砺波善意色紙頒布会

21 作文の最優秀３人表彰 砺波市児童クラブ連合大会

21 ロビー展 県信用組合 庄川支店（～３０日）

25 黒いケーキ９６０個作る 砺波でブラックフライデーイベント  子どもら９６人挑戦

27 城山中チーム（富山）Ｖ 県中学校ロボットコンテスト  ８校３１チームが出場

富山 19 故人の作展示 語り合う 砺波・嶋田さん  空き家活用のギャラリー

19 稽古の成果披露 出町浄瑠璃大会

19 中川さん優勝 第３３回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

19 高僧らの作品入札 砺波善意色紙頒布会

19 市民、電飾を設置 １日からＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 砺波チューリップ公園 タワー、街路樹

19 シイタケ収穫喜ぶ 砺波・雄神

19 １４０人が熱戦 第３４回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター剣道大会

20 食と農業考える シンポジウム「安全な食と地域農業を考える」

21 砺波市協会が初の体験会 バレーボール楽しんで

23 地鳴り 温かさ感じた紅葉の西明寺  犀川寮明  ６９歳（砺波市）

北陸中日 5 テーマ特集 冬のお薦め観光 下 見どころ満載文化遺産の旅  上野亮平 ７５ 富山県砺波市

13 お年寄りに野菜を届けて 砺波市役所 出町青葉幼稚園児が持参

読売 21 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 ２５日　土曜日
北日本 5 富山けいざい短信 優秀賞を受賞 若鶴酒造の「三郎丸蒸留所」改修プロジェクト

15 第５２回北日本文学賞 ４３０編１次選考通過  砺波市＝松田三千代 金戸実

15 小説やエッセー１０編 文芸同人誌「千尋」第６号

19 むずかしいところがおもしろい とやま科学オリンピック２０１７ 入賞者名簿 小学校部門 金賞 伊藤涼子（出町６）ほか

21 第１４回高岡・山町ポエム大賞 佳作・奨励賞 中学生 佳作＝小竹萌々花（出町１）

29 砺波の春を彩って 母国で咲かないチューリップ  台湾児童 球根植え 

29 園庭の整備早める 出町こども園市議会全協報告 体育館解体前倒し

29 台風２１号の被害２４００万円 農地や農業施設

29 除雪功労者を表彰 砺波市除雪功労者表彰式

33 元職員酒気帯び事故砺波市副市長が陳謝 市議会全員協

33 農業青年が決意発表 富山でＪＡ東海北陸大会

富山 5 三郎丸蒸留所改修に優秀賞 若鶴酒造、ＣＦ資金調達

16 １２月イベント一覧 【３日】義正会発表会 ほか

16 イベント チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１７

21 むずかしいところがおもしろい とやま科学オリンピック２０１７ 入賞者（金賞）小学校部門 砺・出町小学校６年 伊藤涼子

22 くらしの日記 ユズの木  宮林智子（砺波市三郎丸）

26 砺波チューリップ公園 台湾・嘉義市の文雅小児童 友好願い球根植える

27 道路清掃や美化奉仕サポーター制度創設 砺波市、来年４月

27 砺波、除雪功労者を表彰 砺波市除雪功労者表彰式

29 西から東から 「お宝」展 足を運んでは

30 西川、山川さん優秀賞に選出 ＪＡ東海北陸青年大会

北陸中日 21 チューリップ興味津々 砺波・四季彩館 台湾の児童見学

 ２６日　日曜日
北日本 26 テニス コーセル・あすなろ倶楽部杯オープン大会 大会結果

26 ミニバスケットボール 県秋季大会 大会結果

30 お酒スポット満喫 氷見・城端線ツアー盛況 若鶴酒造で試飲や見学
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31 故 藤井さん（前市美術協会長）しのぶ 嶋田さん宅ギャラリー 思い出語り合う

31 美しい歌声響く 北日本新聞砺波支社カルチャー教室「楽しむ合唱」の発表会

31 種田地区初の農事組合法人 高儀新筏営農 設立

富山 21 「小児がん患者 支援を」 １日、砺波の若者グループ レモネード売上金を寄付

21 ハーモニカで懐メロ 砺波駅にぎわい市

21 復興支援など学ぶ 砺波・鷹栖小

21 油田十年明が優勝 第１３回砺波市ペタンク協会室内大会

23 ４強決まる 黒部で県秋季ミニバス

24 氷見、城端線 お酒ツアー ワイン、ウイスキーを試飲 「列車ｄｅ行く★話題のお酒ツアー」

24 シクラメン鮮やか 砺波で出荷

25 地鳴り 冬用タイヤ 交換は早めに 藤井昭道 ４５歳 砺波市

25 コント 砺波・たぬき

北陸中日 19 小児がんの子の支えに 砺波で１日開設 レモネードスタンド

 ２７日　月曜日
北日本 7 とやまの公園 空中散歩 県民公園頼成の森 野鳥観察に最適

18 ３人制団体 氷見が優勝 小矢部で柔道スポ少大会 大会結果

18 男子１８歳以上は海神が優勝 第３２回県ビーチボール選手権大会 大会結果

23 市囲碁大会 出町Ａ優勝 第４７回砺波市文化祭囲碁大会 大会結果

23 世界の美しい自然学ぶ 青少年を育てる集い「地球のステージ」が鷹栖小学校で開かれる

24 １４歳は考える 砺波市庄西中  高田真菜 佐野穂香 宮部樹生

25 小矢部おとぎの館図書室開館２０年 鉄道の世界に浸る お話会や模型展示楽しむ

25 トランペット 力強く奏でる 砺波で日野皓正さんライブ

26 越中万葉秀歌朗詠コンクール 一般最優秀 秋元さん（高岡）

28 被ばく防ぎ迅速避難 氷見・砺波など原子力防災訓練 １２００人 緊急時に備え

富山 3 わがまち散歩 砺波市庄川町古上野 自治会長 廣島隆さん 村立て４００年を祝う

16 園児の元気な踊りなど披露 砺波でふれ愛フェス

17 鉄道づくめ 節目祝う 小矢部・おとぎの館図書室２０周年 模型やクイズ楽しむ

17 除雪ドーザー更新 砺波・太田地区

17 新ポンプ車を導入 砺波・鷹栖分団

17 第３分団Ｖ３ 第３５回高波地区スポーツレクリエーション大会 大会結果

17 高齢者に「火の用心」 砺波市消防団ひまわり

18 台湾で観光ＰＲ 県と４市町

19 県秋季ミニバス 第３４回県秋季ミニバスケットボール大会兼第３７回北信越大会県予選最終日

19 優秀選手を表彰 県ソフトボール協会

22 県原子力防災訓練 「福島 人ごとではない」 ２５５人が移動、不安抱え避難も

読売 31 志賀原発の事故想定 石川と連携 防災訓練

31 県実業団対抗柔道 富山刑務所３連覇 大会結果

31 USO放送 砺波・越中之助

毎日 24 防災訓練に１２００人 氷見などで過去最多 志賀原発事故想定 砺波も初参加、避難所設置

 ２８日　火曜日
北日本 3 県監査委員に伊東氏 上田氏が体調不良で辞任

3 永年在職の県議４人表彰 在職３０年 米原蕃氏

5 精田建鉄 砺波に拠点 県西部強化

14 北日本文芸 歌壇 俳壇 柳壇 入賞作品

17 優秀選手を表彰 県ソフトボール協会

17 少年野球 県学童選抜チャンピオンシップ 大会結果

17 グラウンドゴルフ 鷹栖忘年会大会 大会結果

21 安否確認や放水 防災意識高める 東般若の住民が訓練

25 来月１日から色紙頒布展 県善銀 県民会館で

25 台湾で砺波の魅力発信 夏野市長ら 来訪呼び掛け

富山 3 永年在職の議員表彰 ３０年 米原、四方、菅沢氏 １０年 武田氏

25 わが町 朝市夕市 砺波市

26 富山の物産などPR 県名古屋事務所

29 地鳴り 怒りっぽい性格直らず 嶋村了吉 ５４歳 砺波市

29 地鳴り 作品の底に流れるテーマ 田辺一郎 ６５歳 砺波市

北陸中日 17 赤色、ピンク・・・ 花々Xマス色 四季彩館で季節展示

読売 34 キラキラ ５メートルツリー 砺波 四季彩館

34 高額返礼 見直し完了 ８自治体 品数拡充など工夫
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 ２９日　水曜日
北日本 3 冬季台北便 滑り出し好調 週４便１ヵ月搭乗率８５％

3 伝統生かす観光振興を 県総合計画審 西部地域委 答申検討案を了承

16 わが家のアイドル 千代久々莉ちゃん 砺波市鷹栖 

18 車内で地酒とおでん 万葉線でデモ運行

19 シクラメン鮮やか 松浦園芸で出荷最盛期

19 新しい消防ポンプ車披露 砺波市消防団鷹栖分団に配備

23 １０万球 光の彩り 砺波へ見に来て 来月１日から

24 会長に冨田さん（戸出販売店） 北日本ときわ会が総会

富山 2 県総合計画審議会 地場産業、交通を充実 高岡・射水と砺波 地域案を了承

26 ケアポート 役割を紹介 庄川福祉会が広報誌 年２回発行、戸別配布

26 奉仕の喜び語り合う 長野、島根から ケアポート庄川に

27 県中学校選抜体育大会【水泳】 大会結果

27 県中学校選抜体育大会【新体操】 大会結果

27 県中学校選抜体育大会【バドミントン】 大会結果

28 熱々 おでん電車 万葉線でデモ運行 １日スタート

28 砺波・ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 大型電飾が出迎え １日に開幕 PR隊来社

29 地鳴り 高校生と共に歴史を学ぶ 犀川寮明 ６９歳 砺波市

30 雪の立山 青空に映え 散居村からくっきりと

北陸中日 18 越中春秋 チューリップの歌

19 光のチューリップも魅力的 本紙支局でPR キラキラミッション

産経 25 志賀原発 事故想定し訓練 関係機関や住民２２００人参加

 ３０日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し（１１／３０～１２／６） 松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

17 情報かわら版 となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

22 仲間と集う 福高三六会 （砺波市 加藤卓）

24 散居村の景観守ろう 住民対象研修会 現代の名工 枝打ち伝授

24 ボランティア促進へ協議 ケアポート庄川のボランティアと県外の福祉ボランティアらの交流会

25 太田・北部 認定こども園化 来年度開設へ改修

25 冬の庄川峡の魅力 カレンダーで発信 ＪＲグループ全国で発行

25 チューリップ球根 台湾へ輸出見送り 嘉義市側の事情考慮

25 村上さん（富山国際大教授） 心と体の健康紹介 出町小で講演

25 国際交流イベント 市役所で成果報告 総合カレッジＳＥＯ

25 草木染の力作 １１０点ずらり 越の国染色展

25 日本商工会議所第２１１回珠算能力検定試験合格者 合格者一覧

25 日本珠算連盟第１２１回段位認定合格者 合格者一覧

富山 16 県内３万８千人が防犯活動 自主防犯ボランティアの実態（Ｈ２８.１２末）

22 第４４回富山県児童文学祭優秀賞 とやま童話 龍神まつり  絵・みやばやしともこ

29 砺波市 北部、太田の２園 １９年度 認定こども園に

29 ＪＲカレンダーに庄川峡 来年用の２月に掲載

30 ４市の救急隊員 救命技術を磨く 高岡・砺波医療圏

31 屋敷林守る枝打ち指南 散居村の景観保全へ 南砺で研修会

32 農村環境保全へ研修会 砺波・岸渡川を視察

33 地鳴り 孤独だった時 優しかった先生 紫藤道子 ８３歳 砺波市

北陸中日 19 産科救急 冷静に安全に 高岡、砺波医療圏 救命士が合同訓練

19 球根の台湾輸出 休止 県産チューリップ 需要開拓は継続

19 屋敷林整備し 次代へ 南砺で住民ら枝打ち学ぶ

19 元職員の飲酒事故 砺波市長「おわび」 定例会見で

20 イベント チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１７

20 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 30 チューリップ公園で１０万球のイルミ輝く 砺波、あすから

朝日 25 恒例おでん電車 ２コースで運行 あすから 万葉線

採録期間：索引は昭和４７年から、スクラップは昭和４９年から。

＊閲覧を希望される方は２階カウンターでご案内しています。

＊砺波市に関する新聞記事のスクラップを保存してあります。

採録新聞：北日本・富山・北陸中日とやま版・読売富山版・朝日富山版・毎日とやま版・日経北陸経済版・産経
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